
2013年4月新刊案内
Ｎｏ． 書名・シリーズ・受賞情報など 著者 出版者 ジャンル 刊行予定日

1 ことばの魔術師　井上ひさし 菅野昭正編 岩波書店 日本文芸書 4/23

2 遠野物語ｒｅｍｉｘ 京極夏彦著 柳田國男著 角川グループパブリッシング日本文芸書 4/17

3 正太郎映画館 池波正太郎著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

4 わたしは妊婦 大森兄弟著 河出書房新社 日本文芸書 4/10

5 軍神の血脈　～楠木正成秘伝～ 高田崇史著 講談社 日本文芸書 4/19

6 美都のお嬢さん（仮） 北夏輝著 講談社 日本文芸書 4/28

7 フロム・ミー・トゥ・ユー ( 東京バンドワゴン８ ） 小路幸也著 集英社 日本文芸書 4/26

8 泡沫日記 酒井順子著 集英社 日本文芸書 4/26

9 世界中で迷子になって 角田光代著 小学館 日本文芸書 4/16

10 キアズマ ( サクリファイスシリーズ４） 近藤史恵著 新潮社 日本文芸書 4/18

11 月光蝶　ＮＣＩＳ特別捜査官 月原渉著 新潮社 日本文芸書 4/22

12 ぼくがいま、死について思うこと 椎名誠著 新潮社 日本文芸書 4/26

13 忘れられたワルツ 絲山秋子著 新潮社 日本文芸書 4/26

14 えろたま 荻野アンナ著 中央公論新社 日本文芸書 4/10

15 スカル・ブレーカ　Ｔｈｅ　Ｓｋｕｌｌ　Ｂｒｅａｋｅｒ 森博嗣著 中央公論新社 日本文芸書 4/26

16 ミリオンセラーガール 里見蘭著 中央公論新社 日本文芸書 4/26

17 たまさか人形堂　それから（仮） 津原泰水著 文藝春秋 日本文芸書 4/下

18 切り裂きジャックの弁明 中山七里著 角川グループパブリッシング日本文芸書 4/26

19 陽炎の門 葉室麟著 講談社 日本文芸書 4/10

20 再起動　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒著 講談社 日本文芸書 4/18

21 友罪（ユウザイ） 薬丸岳著 集英社 日本文芸書 4/下

22 よだかの片想い 島本理生著 集英社 日本文芸書 4/26

23 快挙 白石一文著 新潮社 日本文芸書 4/18

24 鮨　そのほか 阿川弘之著 新潮社 日本文芸書 4/25

25 脊梁（セキリョウ）山脈 乙川優三郎著 新潮社 日本文芸書 4/18

26 童子の輪舞曲（ロンド） ( 僕僕先生７ ） 仁木英之著 新潮社 日本文芸書 4/18

27 熱血ポンちゃんから騒ぎ 山田詠美著 新潮社 日本文芸書 4/22

28 光の山 玄侑宗久著 新潮社 日本文芸書 4/26

29 ゆうじょこう 村田喜代子著 新潮社 日本文芸書 4/26

30 復讐の行方（仮） 森村誠一著 文藝春秋 日本文芸書 4/20

31 ウエザ・リポート　見上げた空の色 宇江佐真理著 文藝春秋 日本文芸書 4/10

32 花鳥の夢 山本兼一著 文藝春秋 日本文芸書 4/25

33 棺に跨がる 西村賢太著 文藝春秋 日本文芸書 4/20

34 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹著 文藝春秋 日本文芸書 4/12

35 イン・ザ・モーメント 岸田るり子著 幻冬舎 日本文芸書 4/24

36 刺客　どくろ中納言　～天下盗り、最後の密謀～ 岡田秀文著 幻冬舎 日本文芸書 4/24

37 海のイカロス（仮） 大門剛明著 光文社 日本文芸書 4/

38 巨鯨の海（仮） 伊東潤著 光文社 日本文芸書 4/

39 ディアスと月の誓約 乾石智子著 早川書房 日本文芸書 4/

40 落日のコンドル 霞流一著 早川書房 日本文芸書 4/

41 復活するはわれにあり 山田正紀著 双葉社 日本文芸書 4/16

42 ランチのアッコちゃん 柚木麻子著 双葉社 日本文芸書 4/16

43 ごはんぐるり 西加奈子著 ＮＨＫ出版 日本文芸書 4/19

44 レーン あさのあつこ著 幻冬舎 日本文芸書 4/

45 兵法支店長、走る（仮） 江上剛著 実業之日本社 日本文芸書 4/

46 天皇（ミカド）の刺客 澤田ふじ子著 徳間書店 日本文芸書 4/

47 幸村去影 津本陽著 徳間書店 日本文芸書 4/

48 夢幻花（ムゲンバナ）（仮） 東野圭吾著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 4/15

49 鬼風 ( 浮雲十四郎斬日記 ） 鳥羽亮著 双葉社 日本文芸書 4/16

50 つばさのおくりもの 小川糸著 ポプラ社 日本文芸書 4/10

51 リボン 小川糸著 ポプラ社 日本文芸書 4/10

52 幻坂（マボロシザカ） 有栖川有栖著 メディアファクトリー日本文芸書 4/12

53 シャーロック・ホームズ　絹の家 アンソニー・ホロヴィッツ著角川グループパブリッシング外国文芸書 4/26

54 たんぽぽ娘 ロバート・Ｆ・ヤング著 伊藤典夫編・訳河出書房新社 外国文芸書 4/

55 ミスター・ピーナッツ アダム・ロス著 谷垣暁美訳国書刊行会 外国文芸書 4/

56 赤く微笑む春 ヨハン・テオリン著 三角和代訳早川書房 外国文芸書 4/
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57 オール・クリア１ ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ)　※ヒューゴ賞/ネビュラ賞/ローカス賞受賞作品コニー・ウィリス著 大森望訳早川書房 外国文芸書 4/

58 幸福の遺伝子 リチャード・パワーズ著 木原善彦訳新潮社 外国文芸書 4/26

59 天堂狂想歌 莫言著 吉田富夫訳中央公論新社 外国文芸書 4/25

60 コリーニ事件 フェルディナンド・フォン・シーラッハ著 酒寄進一訳東京創元社 外国文芸書 4/10

61 神は死んだ ( エクス・リブリス ） ロン・カリー・ジュニア著 藤井光訳白水社 外国文芸書 4/中

62 四つの小さなパン切れ マグダ・オランデール＝ラフォン著 高橋啓訳みすず書房 外国文芸書 4/下

63 コウケンテツの食パン食 コウケンテツ著 ＮＨＫ出版 くらしの実用書4/19

64 デキる男の正解美容 だれも教えてくれなかった基本のルール７０ 戸賀敬城著 講談社 くらしの実用書4/8

65 １日分の野菜がとれる「主役サラダ」 主婦の友社編 主婦の友社 くらしの実用書4/22

66 季節の果物でつくるジャムとレシピの本 鈴木雅恵著 レジア編誠文堂新光社 くらしの実用書4/12

67 ２品でパスタ定食 小堀紀代美著 文化出版局 くらしの実用書4/下

68 私の十八番レシピ帖「定番もの」 大原千鶴著 文藝春秋 くらしの実用書4/20

69 ムダなし、手間なし、すぐ食べられる　ちょこっと漬け物 石原洋子著 家の光協会 くらしの実用書4/26

70 基本から始めるアウトドアキャンプ ( 学研ムック ） 学研パブリッシング編学研マーケティングくらしの実用書4/15

71 かわいい、がまぐちのポーチと小もの（仮） 越膳夕香著 河出書房新社 くらしの実用書4/10

72 お気に入り衣類のケアブック（仮） 山崎勝著 幻冬舎 くらしの実用書4/23

73 おいしさのコツが一目でわかる　料理の基本 検見崎聡美著 成美堂出版 くらしの実用書4/20

74 ピーラーマジック！やさいたっぷり６２レシピ 松田美智子監修 世界文化社 くらしの実用書4/19

75 やさしく作れる本格和菓子 清真知子著 世界文化社 くらしの実用書4/10

76 手づくりでたのしむ　子どものキモノ（仮） 福永紀美子著 ＰＨＰ研究所 くらしの実用書4/30

77 おいしいね。まずはおだしで。 後藤加寿子著 文化出版局 くらしの実用書4/11

78 なぜタクシーは動かなくてもメーターが上がるのか 竹内健蔵著 ＮＴＴ出版 ビジネス・くらしの経済4/22

79 習慣の力 チャールズ・デュヒッグ著 渡会圭子訳講談社 ビジネス・くらしの経済4/15

80 仕事に役立つ統計学の教え 斎藤広達著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済4/3

81 総務のおしごと手帖 小宮山敏恵著 日本実業出版社ビジネス・くらしの経済4/5

82 みんなのハーブ　一鉢でどっさり　つかうコツ・ふやすコツ( ＮＨＫ趣味の園芸ビギナーズ） 高浜真理子著 石倉ヒロユキ著ＮＨＫ出版 すまいと住宅4/17

83 ローズレッスン１２か月 ( 別冊ＮＨＫ趣味の園芸 ） 小山内健著 ＮＨＫ出版 すまいと住宅4/17

84 断熱・防湿・防音が一番わかる（仮） ( しくみ図解 ） 柿沼整三著監修 遠藤智行ほか著技術評論社 すまいと住宅4/15

85 女性や初心者でもできる　家具とインテリアのペイントＢＯＯＫ 主婦と生活社編 主婦と生活社 すまいと住宅4/26

86 街路樹を楽しむ１５の謎 渡辺一夫著 築地書館 すまいと住宅4/16

87 花も実もあるよくばり！緑のカーテン 淡野一郎著 農山漁村文化協会すまいと住宅4/下

88 起立性調節障害がよくわかる本 ( 健康ライブラリーイラスト版／　　～朝起きられない子どもの病気～） 田中英高監修 講談社 健康と家庭の医学4/10

89 よくわかる薬の危ない飲み方・飲み合わせ 加藤哲太著 実業之日本社 健康と家庭の医学4/19

90 麻酔はなぜ効くのか？　〈痛みの哲学〉臨床ノオト 外須美夫著 春秋社 健康と家庭の医学4/22

91 イラスト図解 医療機器と検査・治療のしくみ 八幡勝也著 木村憲洋著日本実業出版社健康と家庭の医学4/12

92 ひとりで巻くテーピング 伊藤マモル監修 日本文芸社 健康と家庭の医学4/10

93 職場を襲う“新型うつ” ＮＨＫ取材班著 文藝春秋 健康と家庭の医学4/15

94 スーパー図解 緑内障・白内障 ( トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ） ビッセン宮島弘子著法研 健康と家庭の医学4/17

95 イラスト家族も安心　認知症ケア　やさしい住まい・暮らしの工夫 大島千帆著 家の光協会 教育と福祉 4/26

96 １２７人が選んだ わたしの好きな育児書 月刊クーヨン編集部編クレヨンハウス 教育と福祉 4/3

97 １日１０分！「転ばない」「寝たきりにならない」体になる！ 佐々木信之著 世界文化社 教育と福祉 4/16

98 労働法のキモはすべて「桃太郎」が教えてくれる 佐藤広一著 中経出版 くらしの法律4/25

99 ３８歳からの相続 灰谷健司著 浜野康次郎著日本経済新聞出版社くらしの法律4/25

100 図説　平泉 ( ふくろうの本／日本の歴史） 大矢邦宣著 河出書房新社 歴史と紀行 4/15

101 未盗掘古墳と天皇陵古墳 松木武彦著 小学館 歴史と紀行 4/下

102 オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史( 全３巻 ） オリバー・ストーン＆ピーター・カズニック著 大田直子ほか訳早川書房 歴史と紀行 4/3

103 もういちど読む山川日本近代史 鳥海靖著 山川出版社 歴史と紀行 4/下

104 古文書くずし字　見わけかたの極意（仮） 油井宏子著 柏書房 日本の文化 4/18

105 日本の食はどう変わってきたか　神の食事から魚肉ソーセージまで 原田信男著 角川グループパブリッシング日本の文化 4/23

106 民俗と民藝 ( 講談社選書メチエ ） 前田英樹著 講談社 日本の文化 4/10

107 浮世絵でめぐる江戸の花 日野原健司著 平野恵著誠文堂新光社 日本の文化 4/10

108 おかしなジパング図版帖　モンタヌスが描いた驚異の王国 宮田珠己著 パイインターナショナル日本の文化 4/

109 ヨーロッパの民族衣装 ( 衣装ビジュアル資料 ） 芳賀日向監修 グラフィック社 世界の文化 4/25

110 ローマ帝国と地中海文明を歩く 本村凌二編著 島田誠著 池口守著講談社 世界の文化 4/22

111 世界を変えた火薬の歴史 クライヴ・ポンティング著 伊藤綺訳原書房 世界の文化 4/23

112 世界史の舞台となった世界遺産 宮崎正勝監修 ロム・インターナショナル編平凡社 世界の文化 4/24
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113 国家とインターネット ( 講談社選書メチエ ） 和田伸一郎著 講談社 現代社会 4/10

114 秘録－核スクープの裏側 太田昌克著 講談社 現代社会 4/1

115 クロスロード・オキナワ ～世界は沖縄をどう見ているか～ 鎌倉英也著 宮本康宏著ＮＨＫ出版 現代社会 4/

116 Ｇｏｏｇｌｅの７２時間 東日本大震災と情報、インターネット 林信行著 山路達也著角川グループパブリッシング現代社会 4/8

117 地球全史の歩き方 白尾元理著 岩波書店 サイエンス 4/10

118 ワクチン新時代 ( 岩波科学ライブラリー ） 杉本正信著 橋爪壮著岩波書店 サイエンス 4/5

119 不思議な生き物　生命３８億年の歴史と謎 　　　　 池田清彦著 角川グループパブリッシングサイエンス 4/23

120 植物はそこまで知っている ダニエル・チャモヴィッツ著 矢野真千子訳河出書房新社 サイエンス 4/15

121 レアメタル白書 新樹社 サイエンス 4/23

122 安全な土地 今村遼平著 東京書籍 サイエンス 4/26

123 史上最強カラー図解　毒の科学 船山信次著 ナツメ社 サイエンス 4/中

124 人類，火星への挑戦（仮） ( Ｎｅｗｔｏｎ別冊 ） ニュートンプレスサイエンス 4/27

125 停電が一番わかる（仮） ( しくみ図解 ） 大嶋輝夫著 技術評論社 テクノロジー4/30

126 トコトンやさしい歯車の本 ( 今日からモノ知りシリーズ） 門田和雄著 日刊工業新聞社テクノロジー4/19

127 現代アートの現場から（仮） 高階秀爾著 講談社 芸術・スポーツ4/15

128 横綱列伝（仮） 武田葉月著 講談社 芸術・スポーツ4/24

129 激走！日本アルプス大縦断 密着、トランスジャパンアルプスレース富山～静岡４１５ｋｍ 　　ＮＨＫスペシャル取材班著集英社 芸術・スポーツ4/26

130 ユージン・スミス ※第１９回小学館ノンフィクション大賞受賞作品山口由美著 小学館 芸術・スポーツ4/22

131 スノーケリングテクニックガイド 長谷川孝一著 小川保写真誠文堂新光社 芸術・スポーツ4/23

132 日本の旧暦　二十四節気カット集 岡田潤著 日貿出版社 芸術・スポーツ4/3

133 オーケストラの音楽史 パウル・ベッカー著 松村哲哉訳白水社 芸術・スポーツ4/17

134 モネ、ゴッホ、ピカソも治療した 絵のお医者さん 美術出版社 芸術・スポーツ4/

135 調べるって楽しい！　インターネットに情報源を探す 大串夏身著 青弓社 ライブラリアン4/17

136 ひたすら面白い小説が読みたくて 児玉清著 中央公論新社 ライブラリアン4/10

137 ボローニャ・ブックフェア物語 市口桂子著 白水社 ライブラリアン4/16

138 絵本作家のアトリエ２ ( 全３巻 ） 福音館書店母の友編集部編福音館書店 ライブラリアン4/17

139 図書館に通う 宮田昇著 みすず書房 ライブラリアン4/

140 ベーシック　絵本入門 藤本朝巳著 石井光恵著 生田美秋著ミネルヴァ書房ライブラリアン4/中

141 砂の上のイルカ ローレン・セントジョン著 デイヴィド・ディーン絵 さくまゆみこ訳あすなろ書房 児童読み物 4/下

142 くらやみ　こわいよ レモニー・スニケット作 ジョン・クラッセン絵 蜂飼耳訳岩崎書店 児童読み物 4/

143 あるひ　ぼくは　かみさまと ( 講談社の翻訳絵本 ） キティ・クローザー作・絵 ふしみみさを訳講談社 児童読み物 4/24

144 いろは　いろいろ 沢木耕太郎作 和田誠絵講談社 児童読み物 4/18

145 はりねずみのルーチカ ( わくわくライブラリー ） かんのゆうこ作・文 北見葉胡絵講談社 児童読み物 4/23

146 ホーキのララ 沢木耕太郎作 貴納大輔絵講談社 児童読み物 4/18

147 みんなを　のせて　うんてんしさん（仮） ( 講談社の創作絵本／よみきかせお仕事えほん） 山本省三作 はせがわかこ絵講談社 児童読み物 4/30

148 ぱんつくったよ。 平田昌広作 平田景絵国土社 児童読み物 4/中

149 予言された英雄 ( 少年冒険家トム３　全３巻） イアン・ベック作・絵静山社 児童読み物 4/12

150 まほうのでんしレンジ さいとうしのぶ作・絵ひかりのくに 児童読み物 4/下

151 かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん( 世界傑作童話シリーズ ） ケイティ・スペック作 大野八生絵 おびかゆうこ訳福音館書店 児童読み物 4/17

152 きょうはマラカスのひ ( 日本傑作絵本シリーズ ） 樋勝朊巳文・絵 福音館書店 児童読み物 4/10

153 みんなの家出 ( 福音館創作童話シリーズ） 藤田のぼる作 早川純子画福音館書店 児童読み物 4/10

154 はだかのサイ ミヒャエル・エンデ作 ヨッヘン・シュトゥーアマン絵 佐々木田鶴子訳フレーベル館 児童読み物 4/

155 マールとおばあちゃん ティーナ・モルティール作 カーティエ・フェルメール絵 江國香織訳ブロンズ新社 児童読み物 4/下

156 チリとチリリ　ちかのおはなし ( 「チリとチリリ」シリーズ ） どいかや作・絵 アリス館 児童読み物 4/20

157 だいすきだっこ ニック・ブランド文 フレヤ・ブラックウッド絵　灰島かり訳岩崎書店 児童読み物 4/

158 あかちゃんぐまは　なにみたの？ アシュリー・ウルフ文・絵 さくまゆみこ訳岩波書店 児童読み物 4/24

159 なんだかへんなのね 内田麟太郎文 岡山伸也絵絵本塾出版 児童読み物 4/

160 からすのおかしやさん ( かこさとしおはなしのほん） かこさとし文・絵 偕成社 児童読み物 4/中

161 からすのやおやさん ( かこさとしおはなしのほん） かこさとし文・絵 偕成社 児童読み物 4/中

162 からすのそばやさん ( かこさとしおはなしのほん） かこさとし文・絵 偕成社 児童読み物 5/中

163 からすのてんぷらやさん ( かこさとしおはなしのほん） かこさとし文・絵 偕成社 児童読み物 5/中

164 トランプおじさんと家出してきたコブタ たかどのほうこ作 にしむらあつこ絵偕成社 児童読み物 4/2

165 ハサミの魔術師とホシノツカイ ( バーバー・ルーナのお客さま２） 岡田貴久子作 ふじしまえみこ絵偕成社 児童読み物 4/2

166 ペッタン ( 講談社の創作絵本 ） 高部晴市作 講談社 児童読み物 4/4

167 あめ ( わくわくライブラリー／おはなし１２かげつ６月） 森絵都作 たかおゆうこ絵講談社 児童読み物 4/25

168 おだんご　だんご ( かわいいとのさま ） 筒井敬介作 堀内誠一絵小峰書店 児童読み物 4/上
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169 かわうそ３きょうだい　そらをゆく ( にじいろえほん ） あべ弘士作・絵 小峰書店 児童読み物 4/上

170 ちいさな　はくさい ( にじいろえほん ） くどうなおこ作 ほてはまたかし絵小峰書店 児童読み物 4/下

171 サーカスのあかちゃんぞう モード＆ミスカ・ピーターシャム作・絵 こみやゆう訳長崎出版 児童読み物 4/25

172 三本の金の髪の毛　中・東欧のむかしばなし 降矢なな絵 松岡享子訳のら書店 児童読み物 4/25

173 これはちいさな本 レイン・スミス作・絵 青山南訳ＢＬ出版 児童読み物 4/10

174 シバ犬のチャイ あおきひろえ文 長谷川義史絵ＢＬ出版 児童読み物 4/20

175 ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん みやにしたつや作・絵ひさかたチャイルド児童読み物 4/15

176 まめじかカンチルの冒険 ( ランドセルブックス ） 松井由紀子再話 安井寿磨子絵福音館書店 児童読み物 4/3

177 サーカスさっちゃん ( わくわくえどうわ ） 藤本四郎作・絵 文研出版 児童読み物 4/30

178 ゾウの家にやってきた赤アリ ( 文研ブックランド ） カタリーナ・ヴァルクス作・絵 伏見操訳文研出版 児童読み物 4/30

179 池上彰と学ぶメディアのめ 池上彰著 ＮＨＫ「メディアのめ」制作班著ＮＨＫ出版 児童ノンフィクション4/25

180 むしの顔（仮） 伊藤年一著 技術評論社 児童ノンフィクション4/

181 お母さんへ、世界中の子どもたちからプレゼント( シリーズあなたのたいせつなものはなんですか？） 山本敏晴文・写真 小学館 児童ノンフィクション4/17

182 いのちあふれる海へ　海洋学者シルビア　アール( 福音館の科学シリーズ ） クレア　Ａ．ニヴォラ作 おびかゆうこ訳福音館書店 児童ノンフィクション4/10

183 ざっそうの名前 ( 福音館の科学シリーズ ） 長尾玲子作 福音館書店 児童ノンフィクション4/10

184 ランドセルは海を越えて ( シリーズ自然いのちひと１４） 内堀タケシ文・写真ポプラ社 児童ノンフィクション4/上

185 グーテンベルクのふしぎな機械 ジェイムズ・ランフォード作・絵 千葉茂樹訳あすなろ書房 児童ノンフィクション4/下

186 この羽　だれの羽？ おおたぐろまり作・絵偕成社 児童ノンフィクション4/12

187 落ち葉の下の生き物（仮） ( ずかん ） 皆越ようせい著 技術評論社 児童ノンフィクション4/15

188 ハチ（仮） ( ずかん ） 松本吏樹郎監修 技術評論社 児童ノンフィクション4/15

189 砂漠の大研究 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 岡秀一監修 片平孝著ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/1

190 世界の住まい大図鑑 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 野外民族博物館リトルワールド監修ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/中

191 昔の道具大図鑑 ( 楽しい調べ学習シリーズ） 小泉和子監修 ＰＨＰ研究所 児童ノンフィクション4/中

192 わたしには夢がある マーティン・ルーサー・キング・ジュニア文 カディール・ネルソン絵 さくまゆみこ訳光村教育図書 児童ノンフィクション4/下

193 オスカー・ピル２　上　ふたつの王国 エリ・アンダーソン著角川グループパブリッシングヤングアダルト4/26

194 オスカー・ピル２　下　ふたつの王国 エリ・アンダーソン著角川グループパブリッシングヤングアダルト4/26

195 １３歳からの家事（仮） アントラム栢木利美著海竜社 ヤングアダルト4/

196 いま地球で起きていること（仮） クライメート・セントラル著 仙名紀訳柏書房 ヤングアダルト4/下

197 森をつくる ( １５歳の寺子屋 ） Ｃ・Ｗ・ニコル著 講談社 ヤングアダルト4/1

198 わからん薬学事始２ まはら三桃著 講談社 ヤングアダルト4/18

199 明日になったら　一年四組の窓から２（仮） あさのあつこ著 光文社 ヤングアダルト4/17

200 百万色のグレー シンシア・カドハタ著 代田亜香子訳作品社 ヤングアダルト4/下

201 怒りのフローラ　上 イザボー・Ｓ・ウィルス著 杉田七重訳東京創元社 ヤングアダルト4/19

202 怒りのフローラ　下 イザボー・Ｓ・ウィルス著 杉田七重訳東京創元社 ヤングアダルト4/19


